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研究成果の概要（和文）：本研究では，内視鏡下での光音響イメージングを可能にする光ファイバプローブの開
発を行った．このプローブは励起光伝送用の中空光ファイババンドルと，シングルモードファイバ先端に干渉計
を構築した音響波検出プローブから成る．励起部は内径100ミクロンの細径中空光ファイバを導入することで高
分解能化を図るとともに，音響波検出用ファイバプローブの高感度化を検討し，このプローブを用いた全光学手
法による生体組織の光音響イメージングに成功した．

研究成果の概要（英文）：In this research, optical fiber probes for endoscopic photoacoustic imaging 
were developed. This probe consists of a bundle of hollow optical fibers delivering excitation laser
 beams and a single-mode optical fiber with polymer film at the distal end for acoustic detection. A
 bundle of extremely thin hollow optical fibers was fabricated to improve the resolution and metal 
coating was applied on the fiber's end to improve the sensitivity for acoustic wave. By using the 
newly developed probe, photoacoustic images of biomedical samples were successfully obtained.

研究分野： 医用光工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
レーザ光パルスを生体組織に照射した際

に, 光音響効果により生じる超音波を検出
する光音響イメージングは, 光のみを用い
たイメージングよりも深達度が高く, 超音
波のみを用いたイメージングよりも空間分
解能が高いという特徴を有し, 従来のモダ
リティでは観察できなかった深部の血管新
生を高分解能にイメージングできることが
期待されている．早期の悪性腫瘍の周囲に
生じる新生血管が観察できれば，より確実
な診断が可能となる． 

内視鏡下で光音響イメージングを行うた
めには，音響波を検出するためのピエゾ素
子などの圧電トランスデューサの小型化が
難しく，イメージングプローブの細径化が
困難であった． 

２．研究の目的 
本研究では，細径な光音響イメージングプ

ローブの実現を目的とし，図１に構造を示す
ような励起用中空光ファイババンドルと音
響波検出用光ファイバからなるプローブに
ついて検討した． 
全光学式光音響ファイバプローブの実用

化を目標とし，光ファイバ音響プローブの安
定性向上，光音響イメージングプローブの細
径化および高解像度化，および光音響イメー
ジングプローブの高機能化を目的とした． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 光音響ファイバプローブの構成 

 
３．研究の方法 
光ファイバ音響プローブの安定性向上 
光ファイバ音響プローブは図２に構造を

示すように単一モード光ファイバの先端に
ファブリペロー共振器として機能するポリ
マー薄膜を形成したものであり，外圧による
膜厚変動により反射光強度が変調され，これ
を音響波として検出する．このプローブの安
定性を向上させるための最適な材料につい
て検討した． 
 
 
 
 
 
 
図２ 光音響ファイバプローブの構造 

 
細径中空光ファイバの開発 
本研究で検討する光音響イメージングプ

ローブは一本の音響波検出用ファイバプロ
ーブと複数の音響波励起用中空光ファイバ
で構成されている．開口数がきわめて小さい
中空光ファイバからはほぼ平行光が出射す
るため，このファイバの直径が解像度を決定
する．そこで現状の中空ファイバの内径 320
ミクロンを細径化することについて検討し
た． 
 
細径中空光ファイバを用いた高解像度・細径
イメージングプローブの製作 
 上記の細径ファイバを用いてイメージン
グ用バンドルを作製し，各種の生体ファント
ムの測定などにより，その特性の評価を行う．
深さ方向の分解能や到達度について詳しく
調査するとともに，必要に応じて，プローブ
や画像処理ソフトウェアの改善を行う． 
 
４．研究成果 
光ファイバ音響プローブの安定性向上 
 光ファイバ音響プローブの共振器として
機能するポリマー薄膜材料について検討し
たところ，パラフィンが弾性や整形の容易さ
の点で優れていることがわかった． 
 
細径中空光ファイバの開発 
本研究では従来のシステムで使用されて

いた内径320ミクロンの励起光伝送用中空光
ファイバを内径 100 ミクロンに細径化し，高
分解能化を図った．図３に作製した細径中空
光ファイババンドルの断面図を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 細径中空光ファイババンドルの断面 
 
細径中空光ファイバを用いた高解像度・細径
イメージングプローブの製作 
本研究では従来のシステムで使用されて

いた内径320ミクロンの励起光伝送用中空光
ファイバを内径 100 ミクロンに細径化し，高
分解能化を図った．また細径の中空光ファイ
バに効率よく光を入射するために，光源とし
てビーム品質の優れたマイクロチップレー
ザ（波長 532 nm，100 Hz）を用い，焦点距離
76 mmのレンズを用いてファイバに入射した． 
横方向分解能の計測を行うにあたり，生体内
での散乱を模擬するため濃度 1 %のイントラ
リピッド溶液中にサンプル 50 ミクロンの銅
線を配置した．単一の中空光ファイバを横方



向に 25 ミクロンステップで走査することで，
各位置での音響波をハイドロフォンにより
検出した．図４に深さ 200，400 ミクロンで
の横方向分解能の測定結果を示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 横方向分解能の測定結果． 
 
結果より，深さ 400 ミクロンにおいて横方

向分解能は 49 ミクロンであり，ファイバ径
以下の分解能を有することが分かった．この
結果から細径化により，分解能が向上したこ
とが確認でき，また分解能は散乱や吸収によ
り振幅強度は低下するが，深さによる変化は
少ないことが分かった． 
 
共振器の高フィネス化による高感度化 
音響波検出用ファイバプローブにおいて，

図５(a)に示すようにファイバ端面と有機樹
脂薄膜の表面に金属コーティングを施すこ
とにより，干渉計のフィネスを増大させ，高
感度化を図った．ハーフミラー付きシングル
モードファイバ先端に薄膜を貼り付け，その
表面にスパッタリング法により銀を成膜し
た． 
ミラー形成前後の光音響信号の検出強度

を比較して図５(b)に示す．結果より，これ
までのファイバプローブで検出できなかっ
た信号の検出が可能となり，ファイバプロー
ブの高感度化に成功した． 

 
 
 
 
 
 

 
 
図５(a)ファイバプローブの構造と(b)検出
強度比較結果 
 
生体組織の全光学式光音響イメージング 
 内径 100 ミクロンの中空光ファイバを 127
本束ねた中空光ファイババンドルと高感度
ファイバプローブを組み合わせて，生体組織
の光音響イメージングを行った．生体組織に
は直径300ミクロン程度の魚卵巣膜の血管を
用いた．図６(a)にサンプル画像，(b)に Cモ
ード画像を示す．この結果より，直径 300 ミ
クロン程度の生体組織の血管の全光学式光
音響イメージングに成功した． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 全光学式光音響イメージング結果． 

(a)サンプル画像(b)C モード画像 
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